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〔原著〕  

幼児期の子どもをもつ母親の養育スキルと  

育児不安および子どもの問題行動との関連  

一母親の養育スキルパターンからの検討一  

筑波大学大学院人間総合科学研究科：三鈷 春代  

筑波大学大学院人間総合科学研究科：濱口 佳和  

Theinvestigationontherelationshipamongmaternal  

anxiety；parentlngSkillsandchildbehaviorproblems：   

Fromaviewpointoftheparentingskillspatterns  

YasuyoSankoandYbshikazuHamaguchi  

問題と目的  

近年，日本社会は少子化が急速に進んでい  

る。2007年に厚生労働省が発表した人口動態統  

計によれば，平成17年度に1．26まで低下した合  

計特殊出生率は，平成18年度には1．32に担！復し  

たことが報告された（厚生労働省，2007）。し  

かし．この変化は一雨時的な回復との見方もあ  

り，少子化対策や子育て支援の充実が社会的に  

も早急な課題となっている。少子化が深刻化す  

る中で，仕事と家庭の両立の悩みや子育てに不  

安を抱える親は多く．子育ての仕方や子どもと  

の関わり方に自信がもてず，不安や困難を抱え  

る母親の支援が必要とされていると言えよう。   

子育てで悩む母親の支授という立場から，近  

年，日本においてもペアレント・トレーニング  

（ParentTねining：以下PTと略す）が注目され  

るようになってきた。PTとは「親に自分の子  

どもに適応行動を獲得させたり問題行動を減少  

させたりすることができるように，行動療法の  

講義や実習を系統的に行う行動療法の一領域  

（大隈t免田・伊藤，2002）」であり，親は子ど  

もの行動を理解し，子どもがよい行動を学習し  

実行するのを助けるために必要なスキルを学  

ぶ。PTによって，攻撃的な子どもの反社会的  

な行動の減少，適応的な機能の向上，ルール遵  

守などの好ましい効果がみられ（Kazdin，  

Siegel，＆Buss，1992），さらに，PTの効果は比  

較的長期に及び，家庭でのきょうだいの行動．  

親の抑うつ，家族のまとまりの良さなど直接的  

に効果を期待しなかった領域にも及ぶこともあ  

ると報告されている（Kazdin，1997；Miller＆  

Printz，1990）。また，AD佃D児を対象としたPT  

においても，子どものAD／HD症状の相対的な  

軽減だけでなく，親の育児ストレスの減少，親  

の育児自己効力感の増加が認められた  

（Anastopoulos，Shelton，DuPaul＆Guevremont，  

1993）。子どもの攻撃的・妨害的な問題が顕著  

な場合や．発達障害をもつ子どもの親に限ら  

ず，不安障害，気分障害，神経性習癖などの心  

因性の問題を抱える子どもの親にもPTが適用  

され，その有効性が報告されている（Schaefer  

＆Briesmeister；1989）。   

ところで，Achenbach＆Edelbrock（1987）は  

子どもの問題行動を不安やひきこもりに代表さ  

れる“internalizing（内在的）’’な問題行動と，  

攻撃行動に代表される“externalizing（外在  

的）”な問題行動の2側面から捉えている。PT  

が効果的に行われるためには，親のどのような  

行動が子どもの問題行動の低減や予防にとって  

有効であるのかを明らかにすることが不可欠で  

あると考えられるが，子どもの外在化問題と内  
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本研究では親の養育スキルに焦点を三Iiてて子ど  

もの問題行動との関連を検討するし－ その際，親  

の養育スキルの特徴を類型化L．子どもの内在  

化開祖・外在化問題との関連を検討する。、ま  

た．養育スキルの使用パターンの特徴と育児不  

安との関連も併せて検討するり これらの関連を  

より詳細に明らかにすることで．親の問題とな  

る行動を改葬L十どもの行動を適切なものへと  

変化させるためのPTや，育把に悩みを抱える  

母親の支援において有効な知見が得られること  

が期待される‖  

方  法  

調査対象者 茨城県内の保育湖㌧幻椎槻・子育  

て支授センターを通じて，2歳から6故の1r・ど  

もをもつ母親85（）名に襟問解凍配布した‥ L‖川又  

した437名の回答のうち，フェイスシートにお  

いて，子どもが複数いる暢合に調査対象となる  

子どもを確認する欄に記入漏れのなかった399  

名のデータを分析に用いた〔コ 母親の職業につい  

ては，常勤または非常勤の仕事を持つ母親292  

名（76．0％，）．専業主婦76名（19．8（‰），その他  

16名（4．2％）であった．J  

調査時期 2005年10月～11月′′  

実施方法 留置法による質問紙調査を実施し  

た．「質問紙および母親あての依頼沓を入れた封  

筒を各施設において一斉に配布し．各家庭で母  

親が回答後．各施設内に用意した回収用の袋に  

質問紙の掟出を求めた。同封した依頼書におい  

て，調査の概要．プライバシーが守られるこ  

と，協力が任意であることなどを説明し，回答  

した質問紙を入れた封筒は封をして提出するよ  

う依頼した。質問紙の配布から回収までの期限  

は2～3週間程度とした。  

調査内容 フェイスシートにおいて，母親の年  

齢，職業，子どもの人数．子どもの年齢と性別  

について尋ねた。子どもが二人以上いる場合  

は，子ども全員の年齢と性別を記入した上で，  

2歳以上の子どものうち年齢の低い方の子ども  

に丸をつけ，その後の回答はここで特定した子  

どもに対する子育ての様子や意識を答えるよう   

在化問題では親の発揮する養育スキルが異なる  

影響を与える可能性がある。これまでにも．子  

ビもの間麓行動の形成に関わる親の要凶として  

様々な研究が行われており，Stormshak，  

Bierman，McMahon＆Lengua（2000）は「懲罰  

的しつけ」「一貫性のなさ」「身体的攻撃」「ス  

パンキング」「暖かさと肯定的関与」という5  

つの養育行動と子どもの問題行動との関連を検  

討している。その結果，「懲罰的しつけ」や「ス  

パンキング」といった不適切な発育行動が，反  

抗・攻撃・多劫衝動といった破壊的行動に影響  

を与えていること，「懲罰的しつけ」は子ども  

の抑うつ■不安にも影響が見られることが滑ら  

かとなった。しかし．親の養育態度の類型と十  

どもの攻撃的行動について検討を行った中道・  

FFI揮（2003）の研究では，母親の養育態度に  

よって了・どもの攻撃的行動に有意な差は見られ  

ずt 父親が権威主義的養育態度であると子ども  

の報酬的攻撃行動が高かった。また，中津・高  

梨・佐々木（1995）は幼児の不安感情と母親の  

養育態度との関連を検討した結果，不安感偶の  

高い子どもの母親は，幼稚園入園前後のことで  

思い悩むことが多く，どちらかと言えば過保護  

の傾向があり，人付き合いもそれほど得意では  

なかったと報告している。   

PTでは社会的学習理論に基づいて親の養育  

行動の修正・適正化が図られる。．Fbrehand＆  

Long（1996）は5週間の治療プログラムの中で  

「注目する」「報酬を与える」「軽視する」「指示  

を与える」「タイムアウト」の5つの養育技能  

を紹介している。日々の子育てにおいてはこれ  

らの養育スキルが様々な場面に合わせて選択さ  

れ，使用されていると考えられるが，母親が子  

どもに対して実際にどのようなバランスでスキ  

ルを周いているのか，また．養育スキルのバラ  

ンスによって子どもにどのような影響があるの  

かを検討した研究はほとんど見られない。   

そこで，PTの実践の知見が広く確認されてい  

ることや（例えば，Kazdin，etal．，1992；Kazdin，  

1997；Miller＆Printz，1990），今後わが国におい  

て教育相談や母子保健の領域でもPTの普及が  

期待されていることを踏まえて（上林．2003）．  
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1姑・濱＝二幼氾期のナどもをもつ母親の養育スキルと育児不安およびナど もの問題行動との関連  

教示Lた。  

〔む育児不安尺度（牧野，1982）：母親の育児不   

安を測定する尺度で．回答は「全くない   

（1点）」、「よくある（4点）」の4件法で   

あった（14項目）。  

（釘養育スキル尺度（三鈷・滞口，2006）：養育   

スキルを測定する24項目であり，「援助的コ   

ミュニケーション」「感情的な叱責の抑制」   

「不適切行動の無視」「物的報酬の賦与」「州   

時的なきげんとりの回避」「注目」の6国子   

からなる。l可答は「全くそうではない（1   

′・さ丈）」、「いつもそうである（4点）」の4件   

法であった。  

｛こき）ナどもの問題行動：フェイスシートにおい   

て特定Lたナビもの年齢が2歳から3故の   

場合は．l＿、J本甜仮幼児の行動チェックリス   

ト（CBCL／2－3）川一m・上林・福井・藤井・   

北・剛臼・凍l軋1999）の下位尺度から，「反   

抗尺度11糾則引」，「分離不安尺峻（7項目）」   

の計23項刃にl叶答を求めた。）一方，子どもの   

年齢が4放から6故の場合は，【ヨ本語版子ど   

もの行動チェックリスト（CBCL件－18）（井   

澗・．上林・中江巨北・藤井・倉本・根岸・   

手塚・岡田■名取．加01）の下位尺度から，   

「攻撃的行動ノ引変（20項H〕」，「ひきこもり   

尺檻（9項目）」の計29項目に回答を求め   

た。，国答は「あてはまらない（1点）」，「や   

やまたは時々あてはまる（2点）」，「よくあ   

てはまる（3点り として得点化した。  

結  果  

養育スキルパターンの検討   

本研究の対象者となった母親の発育スキルパ  

ターンを検討するために．養育スキル尺度の各  

下位尺度得点の標準得点をもとにして，k＿meanS  

法を用いたクラスター分析を行った。2～5の  

クラスタい散を設定して分析を試みたところ，  

職blelに示すような結果が得られたぐ各クラ  

スダーに含まれる対象者の軋クラスターの解  

釈叶能性などから総合的に判断L，本研究でほ  

養育スキルにおけるクラスター数は4とした。）  

Figurelは，4クラスタM分棄附こおける．クラ  

スターごとの養育スキル尺度の標準得点の最終  

クラスター中心を示したものである。各クラス  

タいの特徴は以下吠磯汗であった。   

節1クラスター：「授助的コミュニケーショ  

ン」「感情的な叱京の抑制」「注目」が低い群  

（懲罰的養育群） 

節2クラスターー：「物的報酬の賦与」と「注  

巨！」が高く，ト・時的なきげんとilの回避」が  

低い群（物的報酬・きげんとり群）。  

′mble12、5クラスター分矧こおける各クラスターの最終クラスター中心（サンプル数378）  

援助的コミュ感情的叱賓の不適切行動の  

こケーション  抑制  軽視  

物的報酬の 一時的きげん   

賦与   とりの回避  
クラスター数  注目  〃   

I  O．65  〔）．65  －0．33  

Ⅲ  －0．60  －0．60  （）．29  

ー0，09  0．16   

0，09  －0．15  

0．57  177  

－0．52  201  
2クラスタ”  

I  O．57  0．88  －0．08  

3クラスター  Ⅱ  0．38  －0．12  －0．63  

ー0．44  0．67   

0．58  －0．86  

岬0．01  －0．01   

0．40  121   

0．61  96  

－0．68  161  Ⅲ  －0．69  ー0．62  0．43  

ー0．78  0．23  0．32  

－0，42  →0．16  0．66   

0．01  0，65  －0．72  

1．09  －0．71  －0．26  

ユ  ー1．07  

Ⅱ  0．22  

皿  －0．18  

Ⅳ  0．76  

－033   －1．09  76  

－0．72  0．39  111   

0．71  －0．22  100   

0，36  0，65  91   

ご1クラスター  

エ  1。05  

Ⅱ  0.57 

5クラスター  Ⅲ  －0．02  

Ⅳ  －0．42  

V  －0．91  

1．40  、0．35  …（〕．40  0．・14  0．72  64  

wl．12  0．52  69   

0．76   －0．43  85   

0．18  0．42  73  

－0．36   －t）．90  87  

ー0．20  －0．28  

【0，04  0．81   

0．03  札0．73  

岬0．91  0．30  

（〕．71  

－0．48  

－0．29   

D．46  
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ロ援助的コミュニケーション  

同感情的叱責の抑制  

口不適切行動の無視  

田物的報酬の賦与  

Ⅶ一時的きげんとりの回避  

囚注目  

Ⅰ懲罰的養育群  Ⅱ物的報酬せげんとり群 Ⅲ不適切行動無視群   Ⅳ注目・援助群  

Rgurel養育スキル尺度のクラスターパターン   

第3クラスター：「不適切行動の無視」「一時  

的なきげんとりの回避」が高く，「物的報酬の  

賦与」が低い群（不適切行動無視群）「｝   

第4クラスター：「援助的コミュニケーショ  

ン」「感情的な叱責の抑制」「注目」が高く，「不  

適切行動の無視」が低い群（注目・授助群）。  

養育スキルパターンのクラスターと，子どもの  

問題行動の関連   

次に，親の養育スキルのパターンとチビもの間  

題行動の関連を明らかにするために，養育スキル  

のクラスターパターンを独立変数，子どもの問題  

行動（2～3歳児：「反抗」「分離不安」／4～6歳  

児：「攻撃的行動」「ひきこもり」）を従属変数と  

した1要因の分散分析を行った。分散分析の結  

果を「払ble2に示した。「反抗」「攻撃的行動」  

「引きこもり」において，群の主効果が有意で  

あった。≠key法による多重比較を行った結  

果．「反抗」は．懲罰的養育群および物的報酬・  

きげんとり群の方が不適切行動無視群および注  

目・授助群よりも得点が高かった。「攻撃的行  

動」は，懲罰的養育群の方が不適切行動無視群  

と注目・授助群よりも得点が高く，懲罰的養育  

群と物的報酬・きげんとり群の方が注目・援助  

群よりも得点が高いことが示された。また，  

「ひきこもり」においては，懲罰的養育群の方  

が注目・援助群よりも得点が高いという結果が  

得られた【〕  

養育スキルパターンのクラスターと，育児不安  

の関連   

子どもの問題行動と同様に，母親の養育スキ  

ルのパターンと育児不安の関連を検討するため  

に，養育スキルの4つのクラスタ岬を独立変  

数，育児不安を従属変数とした1要因の分散分  

析を行った（Tもble2）。その結果，群の主効果  

が有意であった。1領key法による夢魔比較を  

行った結果，懲罰的養育群，物的報酬・きげん  

とり群と不適切行動無視群，注臼・授助群の順  

に母親の育児不安が高いことが示されたっ  

考  察  

本研究では，幼児期の子どもを持つ母親の養  

育スキルパターンを類型化し，育児不安および  

子どもの問題行動との関連を検討することが目  

的とされた。養育スキルのパターンの検討にお  

いて，本研究の対象者では4クラスターが採糊  

された。そして，この分類に基づいて行われた  

分散分析の結果，それぞれの群で子どもの問題  

行動や母親の育児不安に異なる特徴が見られる  

ことが示された。   

懲罰的養育群は，子どもに対する注目や援助  

的な関わりが最も少なく，感情的に叱責するこ   
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三鈷・㈲J：幼しu将】のr，どもをもつ母親の養育スキルと育児不安およびr・どもの開祖行動との関連  

′hble2 クラスター群を安閑とする1要因の分散分析結果  

〃  〝   Sβ  ダ倍（が  多蚤比較  

＝蟄罰的養育群  44   30、39  5、8（〕  

Ⅱ物的報酬■きげんとり群 61  2軋82  4．93 1（j．32＊＊  トⅡ＞Ⅲ・Ⅳ  

Ⅲイく適切行動撫棚洋  49  25．8（） 5．口1（3．201）  

1V注月・接助辞  51  25．22  5．68  

2～3親し巳 蚊拭  

分離不安 Ⅰ懲岩肌I勺養育肝  44  12．34  2．56  

Ⅱ物的報酬・きげんとり群 朗  12．30  2．89  2．48†  

Ⅲ不適切行動晰兇群  50  11－18  2．60 （3，2n51  

Ⅳ注‖・撞助群  51 1135  3．（）4  

4㌦6歳出 攻撃的行動 Ⅰ懲罰的盤育群  3り  31．37  5．11  

n物的報酬・きげんとり群 43  29．35  5．65  7．59＊＊ 1＞ⅢtⅣ  

⊥は   27．65 ・1．94 （3，155〕 1・Ⅲ＞Ⅳ  

3B   25．82   4．4・i  

1旺不適切行動無視群  

Ⅳほトト桟助粁  

ひきこもり 1懲罰的愛育群  
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と1）ている群であった。，子どもの内在化問題に  

ついては有意な差がみられなかったものの．幼  

児期前半においては子どもの反抗が相対的に多  

く．後半においては注目・授肋群に比べると子  

ビもの攻撃的行動が多いことが示された。母親  

の育児不軌二ついては中程度であった－．．この群  

の親はナビもの間過行動に注目し，気を配って  

いる状態であると考えられる。さらに，子ども  

に対して－一時的なきげんとりも多く行っている  

ことから，子どもの外在化問題に振り回されて  

いる親の群と捉えることができよう。このよう  

な親の関わりによって子どもの外在化問題が強  

化され，維持されている可能性が示唆された。   

不適切行動無視群は．子どもの不適切な行動  

に対してきげんをとるのではなく，塵祝するこ  

とで対処しており．さらに．子ビもの望ましい  

行動に対して物的報酬を与えることが4群中最  

も少ない群であった。子どもの内在化問題につ  

いては有意な叢がみられなかったものの，幼児  

期前半においては子どもの反抗が相対的に少な  

く．後半においては懲罰的養育群に比べて子ど  

とが最も多い群であった。イーどもの閉篭行側に  

ついても，反抗や攻撃的行動といった外在化問  

題が多く．幼児期筏半においては子どものひき  

こもり傾向も多くみられることが明らかとなっ  

た。，母親の育児不安も4群中最も高く，子持て  

に多くの悩みを抱えている群であると考えられ  

るニノ 親の凝育スキルとイ▲どもの閉場行動の悪循  

環は，「親子の強圧的な関係」として記述され  

ているものと一致する（Fbrehand＆Long，  

1996，Pp．18－20）。育児不安の高い母親は子ども  

に対して怒りっぼく．脅したりつい手を出して  

しまったりなどやや神経質に子育てをしている  

傾向がある（中津・高梨・佐々木，1996）との  

指摘と同様に，本研究においても子どもに懲罰  

的な牽育をする母親は育児不安が高いことが明  

らかにされた∴   

物的報酬・きげんとり群は，チビもの点い行  

動に対して物的報酬でご褒美をあげることが多  

くt 子どもの行動への注目も多かった。加え  

て，一時的なきげんとりが4群中最も多く．子  

どもの不適切な要求に屈してすぐにきげんを  
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たが．親の発育スキルがチビもの間他行勅を増  

加もしくは低減させているのか，了・どもの行動  

傾向が母親の養育行動を引き出しているのか．  

その凶果関係は明らかではない（つ したがって．  

今後縦断的な研究によって子どもの問題行動が  

発達していくプロセスや養育行動が’Jr・どもに′j・  

える影響について検討される必紫がある。箪二  

に，評走者の問題がある． 本研究においては．  

母親の養育スキル，子どものlき＿きj通行勤ともに柑  

親評定を用いたため，母親の認知的なバイアス  

が多分に含まれている可能悼がある「二ノ親が実一驚  

に発揮している養育スキルを客観的に測㍍する  

ためには，今後，行動観暦償を糊いた検討がな  

される必要がある「、チビもの間抱行動の慨宜八  

ついても．近年，我力準iにおいて幼氾の問題行  

動の個人差を測定するための保育者評定H度の  

閲発がなされていることも踏まえ（念‥い小  

台・磯部・開村・佐藤・佐藤．2し）06）．親許先  

に加えて保育者評定を併せて実施することで，  

子どもの行動的特徴を多側面から検討できると  

考えられる。  
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も配慮しながら支援していくことが必要であ  

る。   

最後に今後の課題について述べる。第一に，  

本研究では，母親の養育スキルパターンと子ど  

もの問題行動に関連があることが明らかとなっ  
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